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資料３  

新宿区住宅マスタープラン最終案（修正後）の素案からの主な変更点 

第 1 章 目的と位置付け等 

ページ・項目 意見概要等 最終案（修正後）  素案（修正前）  

P3 

２計画の位

置づけ 

 

【パブコメ意見 No,17】 

「住生活基本法に基づく住生

活基本計画及び都道府県計画

の内容を踏まえた計画として

の性格も有しています」との

記述は、新宿区条例が住生活

基本法の上位法であるように

も読み取れる。平易かつ適切

な表現にするよう再考された

い。 

住生活基本法に基づく「住生

活基本計画」に即した「東京

都住宅マスタープラン」の内

容を踏まえた計画としての

性格も有しています。 

住生活基本法に基づく住生

活基本計画及び都道府県計

画の内容を踏まえた計画と

しての性格も有しています。 

第２章 新宿区における住宅・住環境の現状と課題 

第 1 節 住宅・住環境の現状 

ページ・項目 意見概要等 最終案（修正後）  素案（修正前）  

P7 

１人口と世

帯 

 

【パブコメ意見 No.24】 

「図３－２ 区内の世帯構

成の割合」の本文において、

平成 27（2015）年の単身世

帯数の一般世帯数数に占め

る割合が約 65％で、全国の

市区の中で最も高いとある

が、その根拠となる資料を記

載されたい。 

新たに「図 3－3 単身世帯割

合の高い市区（上位 10 位ま

で）」を追加 

記載なし 

第２節 住宅・住環境の課題 

課題５ 区立住宅ストックの有効活用と住宅セーフティネットとしての公平で的確な運営等 

ページ・項目 意見概要等 最終案（修正後）  素案（修正前）  

P22～P23 【パブコメ意見 No.19】 

新宿区公共施設等総合管理計

画は本計画策定にあたり関係

性の深いものと考える。２つ

の計画の関連性を記載された

い。 

【パブコメ意見 No.44】 

公共施設等総合管理計画に

おける公営住宅に対する区

の考え方を記載したうえで、

区営住宅のセーフティネッ

ト機能の向上について記載

されたい。 

５ 区立住宅ストックの有

効活用と住宅セーフテネッ

トとしての公平で的確な運

営等 

（…中略…） 

(2)住宅セーフティネットと

しての公平で的確な運営等 

（本文） 

平成29年2月に策定された

新宿区公共施設等総合管理

計画では、区営住宅は住宅に

困窮する低所得者の住宅セ

ーフティネットとして区が

一定規模の施設を維持する

５ 区立住宅ストックの有

効活用と公平で的確な運営

等 

（…中略…） 

(2)公平で的確な運営等 

（本文） 

 区営住宅は住宅セーフテ

ィネットとしてその役割を

担っていますが、直接供給に

は限りがあり応募倍率も高

いことから、（…中略…）限

りある区営住宅を低所得で

あることや、不合理な入居制

限を受け、市場において自力
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必要がある施設と位置付け

られています。しかし、住宅

の直接供給には限りがあり

応募倍率も高いことから、

（…中略…）限りある区営住

宅を、低所得であることや、

不合理な入居制限により民

間住宅市場において自力で

適正な水準の住宅の確保が

困難な世帯に提供できるよ

う、公平で的確な運営による

セーフティネット機能の向

上が必要になります。 

で適正な水準の住宅の確保

が困難な世帯に提供できる

よう、公平で的確な運営が必

要になります。 

 

課題６ 地域コミュニティづくりとしての住宅まちづくり 

ページ・項目 意見概要等 最終案（修正後）  素案（修正前）  

P23 

 (2) 地 域 の

特性や課題

に応じた住

宅まちづく

りの実現 

（本文） 

【自主修正】 

 

（参考資料） 

【パブコメ意見 No.45】 
「(2)地域の特性に応じた住

宅まちづくりの実現」中に、

住居系利用が宅地全体の半分

以上を占めているという記述

があるが、その土地利用状況

の根拠を巻末参考資料に記載

されたい。 

（本文） 

区全体の土地の利用状況を

見ると、平成 23（2011）年

現在で、宅地が 68.4％を占

めています。また、住居系の

利用が宅地全体の半分以上

を占めており、 

 

（参考資料） 

２関連データに「17 土地利

用の動向（新宿区）」、「18 建

物利用の動向（新宿区）」を

追加 

（本文） 

土地の利用状況から見ると、

住居系の利用が宅地全体の

半分以上を占めており、 

 

（参考資料） 

記載なし 

第３章 基本方針と視点 

ページ・項目 意見概要等 最終案（修正後）  素案（修正前）  

P27 

章の表題 

【パブコメ意見 No.49】  

「基本方針と視点」との表題

名は基本方針とその方針策定

の視点が記載されているよう

に読めるが、「推進の視点」の

記載内容は、施策推進の視点

についてである。記述内容に

沿う表題名を再考されたい。 

基本方針と推進の視点 基本方針と視点 
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第４章 基本目標と施策 

基本目標１ 安全・安心な住環境 

(1)災害に備えた住まいづくり・まちづくり 

ページ・項目 意見概要等 最終案（修正後）  素案（修正前）  

P37 

3)日常生活に

おける住まい

の防災不燃化

の促進・支援 

③地域の防災

力の向上 

【パブコメ意見 No.99】 

LCP 住宅の導入推進について追

記を提案する。 

○集合住宅における LCP 住宅

について普及啓発を図りま

す。 

記載なし 

(4)住まい等の静穏の保持 

ページ・項目 意見概要等 最終案（修正後）  素案（修正前）  

P39 

1)空家等の適

正管理の促進 

①新宿区空家

等対策計画に

基づいた適正

管理の促進 

(ア)【パブコメ意見 No.80】 

「空家等対策計画に基づいた

適正管理の促進」とあるが、「空

家等対策計画」は一般的な呼称

であり、正しくは「新宿区空家

等対策計画」である。 

 

(イ) 【自主修正】 

①新宿区(ア)空家等対策計画に

基づいた適正管理の促進 

管理不全な空家等による周辺

環境への悪影響等を防止する

ため、新宿区空家等対策計画

に基づき(イ)管理不全な空家等

の解消に取り組んでいきま

す。 

①空家等対策計画に基づいた

適正管理の促進 

管理不全な空家等による周辺

環境への悪影響等を防止する

ため、「空家等対策の推進に関

する特別措置法」や「新宿区

空き家等の適正管理に関する

条例」に基づき管理不全な空

家等の解消に取り組んでいき

ます。 

基本目標２ 住生活の質の向上 

(1)マンションの適正な維持管理及び再生への支援 

ページ・項目 意見概要等 最終案（修正後）  素案（修正前）  

P40 

2)マンション

の実態に即し

た維持管理へ

の支援 

③マンション

管理の支援と

老朽化への対

応 

【審議会意見】 

マンションを長持ちさせる改

修等が入っていることが分か

りづらい。老朽化対策、リフ

ォームのようなことも入って

くると思うがそのことが分か

るように、マンションの実態

に即した維持管理への支援の

ところに言葉を補ってほし

い。 

マンションの計画的な大規模

修繕等による長寿命化につい

ての情報提供も積極的に行っ

ていきます。 

マンションの長寿命化等につ

いての情報提供も積極的に行

っていきます。 

ページ・項目 意見概要等 最終案（修正後）  素案（修正前）  

P41 

3)マンション

の建替えの促

進・支援等 

【自主修正】 

施策体系の表題変更 

3) マンションの建替えの促

進・支援等 

3) マンションの建替えの促

進・支援 
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P41 

3)マンション

の建替えの促

進・支援等 

①  マンショ

ン建替えの促

進・支援 

 (ア)【自主修正】施策表題変更 

(イ)(ウ)【パブコメ意見 No.89、

No.90】 

「法改正を踏まえ」との記述が

あるが、法律の名称と改正時

期、改正のポイントを記載され

たい。 

記述の二段落目の文章を平易

に記載されたい。 

（本文） 

マンション建替えの促進・支援

(ア) 

「マンションの建替え等の円

滑化に関する法律」に基づく

マンション建替えに係る制度

の積極的な周知を行います。

加えて、「広報しんじゅく」や

区の公式ホームページ等での

普及啓発を図っていきます。

(イ) 

（参考資料） 

「マンションの建替え等の円

滑化に関する法律」の用語解

説を追加。(ウ) 

マンション建替えの促進 

 

マンション実態調査の結果を

活用し、マンション建替えに

係る制度の積極的な周知等に

より建替えを促進していきま

す。 

法改正を踏まえ、マンション

維持管理及び再生の一手法と

して、「広報しんじゅく」や区

の公式ホームページ等での建

替えの普及啓発を図っていき

ます。 

P41 

3)マンション

の建替えの促

進・支援等 

②まちづくり

と一体となっ

たマンション

建替え等の推

進 

【パブコメ意見 No.91】 

「まちづくりと一体となった

マンション再生の推進」の「再

生」の意味を明確に記載し、制

度の概要を記載されたい。 

まちづくりと一体となったマ

ンション建替え等の推進 

まちづくりと一体となったマ

ンション再生 

(3)多様な居住ニーズに対応するしくみづくり 

ページ・項目 意見概要等 最終案（修正後）  素案（修正前）  

P43 

2)ライフスタ

イル・ライフ

ステージに応

じた住み替え

等への支援  

【パブコメ意見 No.101】 

素案に記載されている具体施

策「様々な住み替えニーズに対

応する住み替え支援体制の構

築」の記述が「以下の諸施策を

体系的に組み合わせ」から始ま

っているが、この記載は不要で

はないか。 

該当箇所を削除 

 
♦ 様々な住み替えニーズに

対応する住み替え支援体制の

構築  

 

以下の諸施策を体系的に組み

合わせ、様々な住み替えニー

ズに対応する住み替え支援の

体制を構築します。 

基本目標３ 誰もが住み続けられる住まい・まちづくり 

(1)高齢者や障害者等の住まいの安定確保 

ページ・項目 意見概要等 最終案（修正後）  素案（修正前）  

P46 

1)民間賃貸住

宅等への円滑

入居の促進 

③新宿区高齢

者等の住まい

安定確保連絡

会 

【パブコメ意見 No.109】 

連絡会の設立が古いため、施策

の名称が「高齢者」のみとなっ

ている。 

新宿区高齢者等の住まい安定

確保連絡会 

高齢者の住まい安定確保連絡

会 
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(3)高齢者や障害者等の住まいの安定確保 

ページ・項目 意見概要等 最終案（修正後）  素案（修正前）  

P49 

3) セーフテ

ィネット機能

の強化 

①  入居者選

定方式の見直

しの検討 

【パブコメ意見 No.122】 

具体施策「入居者選定方式の見

直しの検討」の記述は、今まで

は住宅確保要配慮者に配慮し

て入居者選定をしてこなかっ

た様なものになっている。ま

た、本計画素案の中で「住宅確

保要配慮者」が唯一使われてい

るが良いのか。 

区営住宅の入居者の募集にお

ける住宅困窮の状況を把握す

る際に、障害者や高齢者等の

住宅確保に配慮を要する方を

対象とした入居者選定方式の

見直しを検討します。 

区営住宅の入居者の募集にお

ける住宅困窮の状況を把握す

る際に、障害者や高齢者等の

住宅確保要配慮者に配慮する

方式の導入を検討します。 

基本目標４ 地域社会を育てる 

(3) 活発な多世代交流のための住環境づくり 

ページ・項目 意見概要等 最終案（修正後）  素案（修正前）  

P52 

②多世代交

流と地域活

動の場の確

保 

【審議会意見】 

もう少しわかりやすい文章に

してほしい。 

地域の「まちづくり活動」を

活性化するためには、地域に

居住する様々な人同士の交

流や親世代と子世代の交流

等多様な地域活動のための

場の整備が重要です。 

地域の「まちづくり活動」を

活性化するためには、多様な

地域活動のための場、特に多

世代交流の場の整備が重要

です。 

第６章 総合的・計画的な推進 

住宅マスタープランにおいて設定する指標 

ページ・項目 意見概要等 最終案（修正後）  素案（修正前）  

P91 

基本目標 3 

指標１ 

【自主修正】 指標名：相談による紹介書の

交付率 

 

指標名：相談による紹介書の

交付件数 

 

その他の箇所について適宜、文言、書式等の整理を行っています。 


